
試合経過

試合番号 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 得点 安打 失策

0 1 3 0 0 0 0 4 7 1

0 3 3 0 0 0 x 6 11 2

投手 #3 ｱﾘｰ･ｶﾙﾀﾞ

レフトにモーガン・ザークル（ＤＰ兼務）、ケイシー・クーパーは打撃専門へ。

#24 ｹﾙｼｰ･ｼﾞｪﾝｷﾝｽ ショートゴロ　１アウト

#8 ﾋﾞｸﾄﾘｱ･ﾍｲﾜｰﾄﾞ サードゴロエラー

#30 ｴﾘｶ･ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾘ １塁ランナー２塁盗塁。　フォアボール

#6 ﾎﾘｰ･ｽﾋﾟｱｰｽﾞ レフト前ヒット　１アウト満塁

#7 ｼﾞｪﾝ･ｻﾘﾝｸﾞ セカンドインフィールドフライ　２アウト

#13 ｷｬﾘｰ･ﾘｰ･ｳﾞｧｲｽ ショートゴロ　１塁ランナー２塁フォースアウト　３アウトチェンジ

投手 #27 ｻﾗ･ﾌﾟﾛｰﾄﾞ

#8 ﾍｲﾘｰ･ﾏｸﾚﾆｰ 見逃し三振　１アウト

#7 ｹﾙｼｰ･ｽﾁｭﾜｰﾄ フォアボール

#16 ﾐｼｪﾙ･ﾓｰﾙﾄﾘｰ レフト前ヒット　１アウトランナー１・２塁

#19 ｱﾏﾝﾀﾞ･ﾁﾃﾞｽﾀｰ ショートゴロ　２塁ランナー３塁アウト　２アウトランナー１・２塁

#20 ﾊﾞﾚﾘｴ･ｱﾘｵﾄ テンポラリーランナーにケルシー・スチュワート。　バレリエ・アリオト見逃し三振　３アウトチェンジ

  

投手 #3 ｱﾘｰ･ｶﾙﾀﾞ

#55 ｹｲﾘｰ･ﾗﾌﾀー サードゴロ　１アウト

#5 ｼﾞｮｲ･ﾗｲ ライト前ヒット

#26 ﾗﾘｯｻ･ﾌﾗﾝｸﾘﾝ レフト前ヒット　１アウト１・２塁

#24 ｹﾙｼｰ･ｼﾞｪﾝｷﾝｽ センター前ヒット（打点１）　２塁ランナーホームイン　１アウトランナー１・２塁

#8 ﾋﾞｸﾄﾘｱ･ﾍｲﾜｰﾄﾞ セカンドゴロ　１塁ランナー２塁フォースアウト　２アウトランナー１・３塁

#30 ｴﾘｶ･ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾘ レフトフライ　３アウトチェンジ
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投手 #27 ｻﾗ･ﾌﾟﾛｰﾄﾞ

#2 ｱﾘｰ･ｱｷﾞｭﾗｰ フォアボール

#99 ﾃﾞｨﾚｲﾆｰ･ｽﾎﾟｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ ショート内野安打　ノーアウトランナー１・２塁

#13 ｹｲｼｰ･ｸｰﾊﾟｰ ライト前ヒット　ノーアウト満塁

#18 ﾓｰｶﾞﾝ･ｻﾞｰｸﾙ ショートフライ　１アウト

#8 ﾍｲﾘｰ･ﾏｸﾚﾆｰ ライト犠牲フライ（打点１）　３塁ランナーホームイン　２アウトランナー１・２塁

#7 ｹﾙｼｰ･ｽﾁｭﾜｰﾄ センター前ヒット（打点１）　２塁ランナーホームイン　１塁ランナーは中継のエラーでホームイン　バッターランナーは３塁へ

#16 ﾐｼｪﾙ･ﾓｰﾙﾄﾘｰ 空振り三振　３アウトチェンジ

投手 #3 ｱﾘｰ･ｶﾙﾀﾞ

#6 ﾎﾘｰ･ｽﾋﾟｱｰｽﾞ ピッチャーフライ　１アウト

#7 ｼﾞｪﾝ･ｻﾘﾝｸﾞ セカンドフライ　２アウト

#13 ｷｬﾘｰ･ﾘｰ･ｳﾞｧｲｽ ショートゴロエラー

#55 ｹｲﾘｰ･ﾗﾌﾀー ライト前ヒット　２アウトランナー１・３塁

#5 ｼﾞｮｲ･ﾗｲ サードバントヒット　２アウト満塁

#26 ﾗﾘｯｻ･ﾌﾗﾝｸﾘﾝ 左中間スリーベースヒット（打点３）

投手 #5 ﾀﾞﾆｴﾙ･ｵﾄｩｰﾙ ピッチャーにダニエル・オトゥール。

#24 ｹﾙｼｰ･ｼﾞｪﾝｷﾝｽ フォアボール

#8 ﾋﾞｸﾄﾘｱ･ﾍｲﾜｰﾄﾞ セカンドゴロ　３アウトチェンジ

投手 #27 ｻﾗ･ﾌﾟﾛｰﾄﾞ

#19 ｱﾏﾝﾀﾞ･ﾁﾃﾞｽﾀｰ レフトオーバーソロホームラン（打点１）

#20 ﾊﾞﾚﾘｴ･ｱﾘｵﾄ レフト前ヒット

#2 ｱﾘｰ･ｱｷﾞｭﾗｰ ライト前ヒット　ノーアウトランナー１・２塁

投手 #22 ｹﾝｼﾞｰ･ﾌﾘｰｾﾝ ピッチャーにケンジー・フリーセン。

#99 ﾃﾞｨﾚｲﾆｰ･ｽﾎﾟｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ ファースト前バント　１アウトランナー２・３塁

#13 ｹｲｼｰ･ｸｰﾊﾟｰ センター前ヒット（打点２）　３塁ランナーと２塁ランナーホームイン　バッターランナーはランダウンプレーでタッチアウト　２アウト

#18 ﾓｰｶﾞﾝ･ｻﾞｰｸﾙ セカンド内野安打

#8 ﾍｲﾘｰ･ﾏｸﾚﾆｰ １塁ランナー盗塁失敗　３アウトチェンジ

  

投手 #5 ﾀﾞﾆｴﾙ･ｵﾄｩｰﾙ

#30 ｴﾘｶ･ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾘ サードゴロ　１アウト

#6 ﾎﾘｰ･ｽﾋﾟｱｰｽﾞ センターフライ　２アウト

#7 ｼﾞｪﾝ･ｻﾘﾝｸﾞ センターフライ　３アウトチェンジ

アメリカ

アメリカ

カナダ

カナダ

２回裏

３回表

３回裏

４回表



投手 #22 ｹﾝｼﾞｰ･ﾌﾘｰｾﾝ

#8 ﾍｲﾘｰ･ﾏｸﾚﾆｰ センターフライ　１アウト

#7 ｹﾙｼｰ･ｽﾁｭﾜｰﾄ サードゴロ　２アウト

#16 ﾐｼｪﾙ･ﾓｰﾙﾄﾘｰ ピッチャーゴロ（バント）　３アウトチェンジ

  

投手 #5 ﾀﾞﾆｴﾙ･ｵﾄｩｰﾙ

サードにジェナ・リリー。

#13 ｷｬﾘｰ･ﾘｰ･ｳﾞｧｲｽ センターフライ　１アウト

#55 ｹｲﾘｰ･ﾗﾌﾀー 空振り三振　２アウト

#5 ｼﾞｮｲ･ﾗｲ ファーストゴロ　３アウトチェンジ

投手 #22 ｹﾝｼﾞｰ･ﾌﾘｰｾﾝ

#19 ｱﾏﾝﾀﾞ･ﾁﾃﾞｽﾀｰ レフト前ヒット

#20 ﾊﾞﾚﾘｴ･ｱﾘｵﾄ キャッチャーバントヒット　ノーアウト１・３塁

投手 #20 ｼｴﾗ・ﾊﾞ-ﾄﾗﾝﾄﾞ ピッチャーにシエラ・バートランド。

#2 ｱﾘｰ･ｱｷﾞｭﾗｰ セカンドゴロ　１塁ランナータッチアウト　１アウト１・３塁

#99 ﾃﾞｨﾚｲﾆｰ･ｽﾎﾟｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ フォアボール　１アウト満塁

#13 ｹｲｼｰ･ｸｰﾊﾟｰ サードインフィールドフライ　２アウト

#18 ﾓｰｶﾞﾝ･ｻﾞｰｸﾙ キャッチャーゴロ　ホームを踏んでフォースアウト　３アウトチェンジ

  

投手 #5 ﾀﾞﾆｴﾙ･ｵﾄｩｰﾙ

#26 ﾗﾘｯｻ･ﾌﾗﾝｸﾘﾝ ショートゴロ　１アウト

#24 ｹﾙｼｰ･ｼﾞｪﾝｷﾝｽ ピッチャーゴロ　２アウト

#8 ﾋﾞｸﾄﾘｱ･ﾍｲﾜｰﾄﾞ ピッチャーゴロ　３アウトチェンジ

投手 #20 ｼｴﾗ・ﾊﾞ-ﾄﾗﾝﾄﾞ

#8 ﾍｲﾘｰ･ﾏｸﾚﾆｰ セカンドゴロ　１アウト

#32 ｼﾞｪﾅ･ﾘﾘｰ フォアボール

#16 ﾐｼｪﾙ･ﾓｰﾙﾄﾘｰ １塁ランナー２塁盗塁。セカンドゴロ　２アウトランナー３塁

#19 ｱﾏﾝﾀﾞ･ﾁﾃﾞｽﾀｰ センターフライ　３アウトチェンジ

  

投手 #5 ﾀﾞﾆｴﾙ･ｵﾄｩｰﾙ

ジャネット・タケダがレフト、レフトのミシェル・モルトリーがライト。

#30 ｴﾘｶ･ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾘ サードゴロ　１アウト

#6 ﾎﾘｰ･ｽﾋﾟｱｰｽﾞ ショートゴロ　２アウト

#7 ｼﾞｪﾝ･ｻﾘﾝｸﾞ フォアボール　代走にサラ・チャウ。

投手 #11 ｹﾘｰ･ﾊﾞｰﾝﾋﾙ ピッチャーにケリー・バーンヒル、キャッチャーにオーブリー・ムンロ。

#13 ｷｬﾘｰ･ﾘｰ･ｳﾞｧｲｽ ワイルドピッチで１塁ランナー２塁へ。　キャリー・リー・ヴァイスは空振り三振　３アウト　ゲームセット
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５回表

５回裏


